
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2017 年度⽐較経済体制学会第 57 回全国⼤会（関⻄⼤学）のご案内 

共通論題「世界で通⽤する Comparative Economics へ向けて」 

2017 年 9 ⽉ 16 ⽇（⼟）・17 ⽇（⽇） 

会場︓関⻄⼤学千⾥⼭キャンパス（第 2 学舎 2 号館、100 周年記念会館） 

⼤会専⽤ WEB サイト（パスワード）︓http://www.hikakukeizai.com /

（*****パスワード（会員のみ）） 

上記サイトは近⽇中に開設予定です。報告論⽂等は 8 ⽉下旬以降、順次アップロードされます。お⼿数です

が、各⾃でダウンロード・印刷の上、会場へお越し下さい。当⽇の配布は基本的に⾏いません。 

⼤会組織委員会  

委員⻑︓徳永昌弘（関⻄⼤学） 

委 員︓⽥中 宏（⽴命館⼤学）・藤原克美（⼤阪

⼤学）・林 裕明（⽴命館⼤学） 

⼤会事務局︓〒564-8680 ⼤阪府吹⽥市⼭⼿町

3-3-35 TEL︓06-6368-1121（⼤代表）  

e-mail︓t030032[at mark] kansai-u.ac.jp 

⼤会プログラム委員会 

委員⻑︓⽮野 剛（京都⼤学） 

委 員︓横川和穂（神奈川⼤学）・徳永昌弘（関⻄

⼤学）・樋渡雅⼈（北海道⼤学）・⾺ 欣欣（⼀橋

⼤学） 
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⼤会プログラム 

9 月 16 日（土）          第一日目 

 
9:15～       受付（第 2 学舎 2 号館入口） 
 
9:45～10:00    開会（第 2 学舎 2 号館 C404 教室） 
         開会の辞 
 
10:00～12:00   セッション Ia 共通論題：世界で通用する Comparative Economics へ向けて－中国

経済－（第 2 学舎 2 号館 C404 教室）   
座長：矢野 剛（京都大） 
 
Ⅰ.1 Anti-corruption, safety compliance and coal mine deaths: Evidence 

from China 
報告者：Xu, Gang（京都大・院：招待報告) 
討論者：梶谷 懐（神戸大） 
Ⅰ.2 Land rental development via institutional innovation in rural Jiangsu, 

China: Insights from a transition economy perspective 

報告者：伊藤順一（京都大：招待報告) 
討論者：宝剣久俊（関西学院大） 
Ⅰ.3 Politico-economics of over-investment in regional China: An 

experimental study based on provincial panel data 

報告者：三竝康平（帝京大：招待報告）・中兼和津次（東京大名誉教授） 
 
12:00～13:00   昼食休憩 
 
13:00～15:00   セッション Ib 共通論題：世界で通用する Comparative Economics へ向けて－ロシ

ア・東欧・中央アジア経済－（第 2 学舎 2 号館 C404 教室） 
座長：馬 欣欣（一橋大） 
 
Ⅰ.4 歴史 GIS を用いた中央アジアのオアシス拡大に関する分析 
報告者：植田 暁（北海道大：招待報告) 
討論者：岩﨑一郎（一橋大） 
Ⅰ.5 ロシアの社会扶助の特殊性と非効率性（仮） 
報告者：武田友加（九州大) 
討論者：白石麻保（北九州市立大） 
Ⅰ.6 Happiness and trust in transition countries: An empirical analysis 

based on life in transition survey I-III 
報告者：樋渡雅人（北海道大）・山田大地（北海道大・院） 
討論者：雲 和広（一橋大） 
 

15:00～15:15   休憩 
 
15:15～16:15   セッション Ic 共通論題：全体討論（第 2 学舎 2 号館 C404 教室） 

座長：矢野 剛（京都大）・馬 欣欣（一橋大） 
報告者（リプライ）：Xu, Gang（京都大・院）、伊藤順一（京都大）、三竝康平（帝

京大：招待報告）・中兼和津次（東京大名誉教授）、植田 暁（北海道大）、武田友加

（九州大)、樋渡雅人（北海道大）・山田大地（北海道大・院） 
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16:30～17:30      会員総会・役員選挙（第 2 学舎 2 号館 C404 教室） 
 
18:00～20:00      懇親会（100 周年記念会館レストラン紫紺） 
 
 

9 月 17 日（日）          第二日目 

 
9:00～       受付（100 周年記念会館ホール前ロビー） 
 
9:30～11:30  セッションⅡ（並行セッション）：移行経済研究の体系的レビューとメタ分析－コーポ

レートガバナンス・汚職問題・国際貿易－（100 周年記念会館ホール）   
座長：堀江典生（富山大） 
 
Ⅱ.1 移行経済諸国における所有集中と経営成果 
報告者：岩﨑一郎（一橋大）・溝端佐登史（京都大） 
Ⅱ.2 体制移行における汚職問題の原因と影響 
報告者：鈴木 拓（帝京大）・溝端佐登史（京都大） 
Ⅱ.3 コメコン体制の崩壊と移行国の貿易 
報告者：上垣 彰（西南学院大）・雲 和広（一橋大） 

 
 
9:30～11:30  セッションⅢ（並行セッション）：自由論題セッション（100 周年記念会館第 1 会議室） 

座長：横川和穂（神奈川大） 
 
Ⅲ.1 北朝鮮における体制批判者の状態と意味世界 
報告者：黒坂 真（大阪経済大） 
討論者：李 燦雨（帝京大） 
Ⅲ.2 対ロシア経済制裁が企業に与える影響：ロシアの東西地域の比較分析（仮） 
報告者：志田仁完（環日本海経済研究所（ERINA）） 
討論者：田畑伸一郎（北海道大） 
Ⅲ.3 スタートアップと地方創生：カザフスタンの事例研究 
報告者：カン・ビクトリヤ（帝京大） 
討論者：安達祐子（上智大） 

 
11:30～13:00   昼食休憩（新旧幹事会：100 周年記念会館第 1 会議室） 
 
13:00～15:30      セッションⅣ：ロシア革命 100 周年講演会企画（100 周年記念会館ホール） 

座長：中村 靖（横浜国立大）  
          

講演者：松戸清裕（北海学園大：招待報告） 
                  討論者：中兼和津次（東京大名誉教授）・森岡真史（立命館大） 
         全体討論 
 
15:30       閉会 
 
15:30～      編集委員会（100 周年記念会館第 1 会議室） 
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●大会会場への交通アクセス、キャンパスマップについては本頁以降をご覧下さい。

 ※以下のサイトでもご覧になれます。 

 http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/access.html 
 http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/mapsenri.html 

●大会当日は大学の夏季休業中のため、学内の食堂・売店は原則営業していません。

最寄り駅の阪急千里線「関大前駅」北口からキャンパス正門までの通りにある飲食

店・コンビニを利用されるか、昼食弁当を事前にご注文ください（大会出欠確認は

がきで承ります）。 

●会場周辺に宿泊施設はありません。阪急・地下鉄「梅田駅」／JR「大阪駅」周辺

か、JR・地下鉄「新大阪駅」～阪急「南方駅」／地下鉄「西中島南方駅」エリアの

ホテルが便利です。 
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関⻄⼤学千⾥⼭キャンパス（⼤阪府吹⽥市）への交通アクセス 

 
 

大阪（梅田）からのアクセス 

阪急電鉄「梅田」駅から、千里線「北

千里」行で「関大前」駅下車（この間

約 20 分）、徒歩約 5 分。または京都

「河原町」行（通勤特急を除く）で「淡

路」駅下車、「北千里」行に乗り換え

て「関大前」駅下車。 

 

京都（河原町）からのアクセス 

阪急電鉄「梅田」行で「淡路」駅下

車、「北千里」行に乗り換えて「関

大前」駅下車、徒歩約 5 分。 

地下鉄利用のアクセス 

地下鉄堺筋線（阪急電鉄千里線に相

互乗り入れ）が阪急電鉄「淡路」駅

を経て「関大前」駅に直通していま

す。 

 
 

新幹線「新大阪」駅からのアクセス 

○地下鉄および阪急電鉄利用の場合 

JR「新大阪」駅から地下鉄御堂筋線「なかもず」行で「西中島南方」駅下車、阪急電鉄に乗り換

え「南方（みなみかた）」駅から「淡路」駅を経て「関大前」駅下車（この間約 30 分）、徒歩約

5 分。 

○JR 利用の場合 

JR「新大阪」駅から、JR 京都線（東海道本線）「京都」方面行（快速・新快速を除く）で「吹

田」駅下車（この間約 5 分）の後、阪急バス「JR 吹田北口」停留所から「関西大学」停留所下車

（この間約 7 分・25 分間隔で運行）、徒歩約 7 分。 

JR 京都線（東海道本線）利用のアクセス 

JR「吹田」駅下車の後、阪急バス「JR 吹田北口」停留所から「関西大学」停留所下車（この間約

7 分・25 分間隔で運行）、徒歩約 7 分。 

 

大阪（伊丹）空港からのアクセス 

大阪モノレール「大阪空港」駅から「門真市（かどまし）」行で「山田」駅下車、阪急電鉄に乗

り換え「関大前」駅下車（この間約 30 分）、徒歩約 5 分。 
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⼤会会場までの案内（阪急「関⼤前駅」から会場までのアクセス） 

大会第一日目：9 月 16 日（土） 第 2 学舎 2 号館・地図 2-2（駅北口を出て正門よりお入りください） 

    ※南門・西門のエスカレーターは運休（予定） 

 

大会第二日目：9 月 17 日（日） 100 周年記念会館・地図 44（駅南口を出て南門よりお入りください） 

   ※9:00～10:00 及び 12:00～13:00 のみ南門のエスカレーターが運行（予定） 

 
注意事項：西門もしくは南門からキャンパスに入る場合は、急な坂道・階段を上らなければならないた

め、エスカレーターが運休中は正門よりお入りください（西門エスカレーターは両日とも終

日運休予定、南門エスカレーターのみ 17 日の 9:00～10:00 及び 12:00～13:00 の時間帯に限

り運行予定）。 
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事務局だより 

 

2017 年度全国大会のご案内を致します。プログラ

ム委員会、組織委員会の皆様のお陰で 2017 年度も

素晴らしい大会プログラムとなりました。これから随

時、大会ウェブサイトにて報告論文等のアップロード

がなされます。会員の皆様におかれましては、大会

ウェブサイトの情報にご留意くださり、大会に奮って

御参加下さい。大会案内もこの後、発送されますの

で、出欠葉書の投函に御協力のほどお願いいたしま

す。またアクセスや宿泊先等の詳細についてもご参

照ください。 

今年度の学術大会の開催は、この 9 月開催の全

国大会のみとなります。次回の大会は、2018 年 6 月

頃北海道大学で開催の全国大会となります。 

 
 

(事務局) 
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会計担当： 一橋大学経済研究所 岩﨑一郎 

メンバーシップ管理担当／Web サイト担当：  

富山大学極東地域研究センター 堀江典生 


